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005 中華そば 日本
小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア、日本等）こんにゃく粉
（インドネシア等）ほうれん草（中国等）ねぎ（中国等）

118 野菜の旨煮 日本
れんこん（中国等）こんにゃく（中国等）たけのこ（中国等）しい
たけ（中国等）にんじん（中国等）ごぼう（中国等）

224
濃厚な旨みのとんこつラー
メン

日本
小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア、カナダ等）きくらげ
（中国等）ねぎ（中国等）

008
愛知県三河一色産きざみう
なぎ蒲焼き（お茶碗サイズ）
（２袋）

日本 うなぎ（愛知県西尾市一色町） 119 やさい豆 日本
大豆（日本）にんじん（中国等）こんにゃく（日本等）たけのこ水
煮（中国等）こんぶ（日本等）

225
ふんわりたまごオム焼きそ
ば

日本 全卵（日本、他）

012 すき家牛丼の具（４袋） 日本 牛肉（アメリカ）たまねぎ（日本等） 120 豚肉の味噌煮込み 日本 豚ばら肉（スペイン） 226 お好みソース焼そば 日本
野菜（キャベツ）（日本（国産）他）野菜（にんじん）（日本（国
産）他）

016
徳用プチササミフライ（チー
ズ入り）

日本 鶏肉（日本） 122 レンジＤＥひれかつ 日本
豚肉ヒレ（カナダ、メキシコ、アメリカ、チリ等）小麦（パン粉：小
麦粉）（アメリカ、カナダ等）

227 肉野菜炒め弁当 日本
米（日本）もやし（日本）白菜（日本）豚肉（カナダ、チリ、アメリ
カ、デンマーク等）

018
骨取り赤魚の煮付け（しょう
ゆ）

日本 赤魚（アメリカ（北太平洋））しょうがペースト（日本等） 128 鎌倉ハムのロースハム 日本 豚ロース肉（日本） 228
ドライカレー＆鶏の照焼セッ
ト

日本

ほうれん草（中国、日本等）たまねぎ（中国等）にんじん（日
本、中国等）れんこん（中国等）とうもろこし（ニュージーランド
等）いんげん（中国等）ピーマン（中国等）赤ピーマン（チリ等）
精白米（日本）鶏肉（日本、タイ、ブラジル等）豚肉（メキシコ
等）みじんにんにく（中国等）にんにくペースト（中国等）かつお
ぶし（製造地：日本等）しょうがペースト（日本、中国等）

019 調理済おでん －
だいこん水煮（中国、インドネシア等）ゆで卵（日本等）こん
にゃく粉（日本等）ごぼう水煮（中国等）こんぶ（日本等）

129
みつせ鶏蓮根かさね揚げ
（あおさ入り）

日本 蓮根（中国）鶏肉（九州産） 229
５種の野菜を使ったお子さ
まプレート　ナポリタン＆ハ
ンバーグセット

－

デュラム小麦（カナダ、アメリカ等）とうもろこし（タイ等）たまねぎ
（中国、アメリカ等）トマトペースト（イタリア等）オニオンペースト
（ニュージーランド等）りんごペースト（ニュージーランド等）にんに
くペースト（中国等）鶏肉（日本等）豚肉（カナダ、アメリカ等）牛肉
（オーストラリア等）牛アキレス（オーストラリア、メキシコ等）ブロッ
コリー（エクアドル等）トマトピューレーづけ（イタリア等）ほうれん草
（中国等）

026 ハチバンの焼きぎょうざ 日本 小麦粉（日本）きゃべつ（日本） 132 ポークウインナー 日本 豚肉（カナダ、アメリカ、オランダ、日本、メキシコ等） 231 讃岐きつねうどん －
小麦粉（小麦）（オーストラリア等）かつお削りぶし（製造地：日本
等）むろあじ削りぶし（製造地：日本等）さば削りぶし（製造地：日
本等）かつおぶし（製造地：日本等）乾しいたけ（中国等）

030 業務用スパゲティナポリタン 日本 コーン（タイ）マッシュルーム（中国）玉ねぎ（日本） 172
ブラウンサーブロールレー
ズン

－
小麦粉（小麦）（カナダ、アメリカ、日本、ヨーロッパ等）レーズ
ン（トルコ等）プルーンピューレ（アメリカ（カリフォルニア州））ア
セロラ果汁粉末（ブラジル等）とうもろこし粉末（ブラジル等）

232 オクラの天ぷら 日本 オクラ（ベトナム、他）

038
ココス　やみつきカリカリポ
テト

日本 ばれいしょ（アメリカ等） 173 ブラウンサーブロールクルミ 日本
小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ、日本、ヨーロッパ等）くるみ
（アメリカ（カリフォルニア州））アセロラ果汁粉末（ブラジル等）
とうもろこし粉末（ブラジル等）

233
レンジで国産若鶏ひとくちチ
キンカツ

日本
鶏むね肉（日本）おろしにんにく（中国他）おろししょうが（中国
他）小麦粉（小麦：アメリカ、日本他）

039 まろやかしめさば昆布〆 日本 さば（日本）真昆布（北海道） 183
それいけ！アンパンマンス
イートポテト

日本 さつまいもペースト（インドネシア等） 234
十勝めむろ　皮つきフライポ
テト

日本 馬鈴しょ（北海道十勝産）

041
北海道産秋鮭フライ　ボ
リュームパック

日本 秋鮭（北海道沖） 184 福井ソースかつ丼セット 日本 豚肉（カナダ産） 235
コロちゃんカレーコロッケ
（キーマカレー）

日本
じゃがいも（日本）たまねぎ（日本）にんにく（中国）牛肉（オー
ストラリア）

043 栗おこわおにぎり 日本 もち米（北海道）米（北海道）ささげ（中国） 185
国産牛の肉厚ジューシーメ
ンチカツ

日本 牛肉（日本）衣（パン粉）（日本） 236
コロちゃんカマンベールチー
ズ入りコロッケ

日本 じゃがいも（北海道）たまねぎ（日本）

044
レンジじゃがいもコロッケ
ボリュームパック

日本
ばれいしょ（北海道）たまねぎ（北海道）牛肉（オーストラリア
等）

186 こてこてソースのチキンカツ タイ 鶏肉（タイ等） 237 おうちで串揚げ屋さん
ベトナ

ム

いか（ペルー他）小麦粉（小麦：アメリカ、オーストラリア、カナ
ダ他）かぼちゃ（ベトナム）れんこん（ベトナム）いんげん（ベト
ナム）えび（ベトナム）

047
国産豚で作ったロールキャ
ベツ

日本 豚肉（日本）キャベツ（日本）豚脂（日本） 187
おくらとひじきのしそ風味和
え

日本 オクラ（インドネシア，ミャンマー，ベトナム，タイ）ひじき（韓国） 238 レンジで男爵コロッケ 日本
ばれいしょ（北海道）たまねぎ（日本等）小麦粉（小麦：アメリ
カ、日本、カナダ、オーストラリア等）牛肉（オーストラリア、
ニュージーランド、日本）

049
フライパンでできるあじの磯
辺焼き

日本 真あじ（鹿児島県） 188 パーティーピッツァセット 日本
小麦（アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本等）じゃがいも（日
本等）トマト（チリ等）

239
レンジでひとくちソースメン
チかつ

日本
牛肉（オーストラリア、ニュージーランド）豚肉（アメリカ等）たま
ねぎ（日本等）小麦粉（小麦：アメリカ、カナダ、オーストラリア
等）米粉（タイ等）

050
甘辛チキン南蛮カツ　お徳
用

日本 鶏肉(国産)（日本） 189
福さ屋辛子めんたい使用
めんたいピラフ

日本
精白米（日本等）野菜（こまつな）（日本等）大麦（日本等）ぶな
しめじ（日本等）鶏肉（日本等）

240 ごまかぼちゃ －
かぼちゃ（日本（北海道））じゃがいも（日本（北海道））乾燥
マッシュポテト（日本（北海道））ごま（アメリカ、グアテマラ、ニ
カラグア等）大豆粉（カナダ、アメリカ等）

051 さけ昆布巻 日本 昆布（北海道）カラフトマス（日本等） 190 アボカド・チャンク
コロン
ビア

アボカド（コロンビア等） 241
北海道産レンジでほたてフ
ライ

日本 ほたて（北海道）

055
とりとんボール（国産鶏肉・
豚肉使用）

日本
鶏肉（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本）小麦粉（小麦）（アメ
リカ、カナダ、オーストラリア、日本等）

191 冷凍讃岐鍋焼うどん 日本

小麦粉（小麦）（オーストラリア）えび天ぷら（えび）（ベトナム、
インドネシア）味付しいたけ（中国）かまぼこ（魚肉）（アメリカ、
インドネシア）ねぎ（日本）麩（小麦粉）（アメリカ、カナダ）乾燥
わかめ（わかめ）（韓国）

242 いか天ぷら 日本 イカ（中国）

056 ギョーザ 日本
キャベツ（日本）たまねぎ（日本）にら（日本）にんにく（日本）鶏
肉（日本）豚肉（日本）

193 陳建一　青椒肉絲セット 日本 豚肉（日本）たけのこ（タイ） 243
海老・いかかき揚げ　５種の
国産野菜入り

－
たまねぎ（日本）にんじん（日本）かぼちゃ（日本）ごぼう（日本）春
菊（日本）いか（ペルー、チリ等）えび（ベトナム等）小麦粉（小麦：
アメリカ、オーストラリア、日本、カナダ等）米粉（アメリカ等）

057 大根もち 日本 大根（中国） 194 陳建一　黒酢の酢豚セット 日本 豚肉（日本） 244
お弁当によくあうハムの磯
辺揚げ

日本 豚肉（カナダ、日本等）鶏肉（日本等）

060 皮なしミニウインナー － 鶏肉（日本、タイ等）豚肉（アメリカ、カナダ、メキシコ等） 195
陳建一監修　やみつき油淋
鶏

日本 鶏肉（日本） 245
チーズと若鶏　オーブン焼
き

日本 鶏肉（九州）乾燥赤ピーマン（チリ等）乾燥パセリ（アメリカ等）

066 大きなご馳走えびフライ６尾 －
えび（インドネシア）小麦粉(小麦：アメリカ、オーストラリア、カ
ナダ他）卵粉末（カナダ、アメリカ、フランス、ベルギー、スペイ
ン、イタリア他）

196 陳建一　小籠包 日本 たまねぎ（日本）豚肉（日本）鶏肉（日本） 246 国産やまいものしそ揚げ 日本 やまいも（日本）豆腐（日本他）

068 レンジでカツ丼の具 日本
豚もも肉（メキシコ等）鶏卵（日本等）たまねぎ（日本等）小麦
粉（小麦）（アメリカ等）米粉（タイ等）

197 陳建一　海老にら饅頭 日本 にら（日本）えび（ベトナム）豚肉（日本）たまねぎ（日本） 247 香り箱（かに風味かまぼこ） 日本 魚肉（たら）（アメリカ）

070
お鍋であたためるだけ　８種
具材の豚生姜鍋　うどん入
り

－
はくさい（日本、中国等）ねぎ（日本等）にんじん（日本等）しょ
うが（日本等）小麦粉（小麦）（日本）豚肉（スペイン等）ボイル
しいたけ（中国等）

198 陳建一　大海老チリソース 日本 エビ（ベトナム、インドネシア等） 248
レンジで！チーズと大葉の
ささみロールフライ

タイ 鶏肉（タイ等）

071 ６種の具材入り茶わんむし －
鶏卵（日本）鶏肉（日本等）えび（インドネシア等）ぎんなん水
煮（中国等）えだまめ（中国等）たけのこ水煮（中国等）乾しい
たけ（中国等）

199 陳建一　汁なし担々麺 日本 小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア等） 249 ちくわ明太マヨの磯辺揚げ 日本
たらすり身：たら（アメリカ、日本等）たちうおすり身：たちうお
（インド、タイ等）

076 サクサクいか天ぷら 日本 アメリカオオアカイカ（チリ） 200 陳建一　麻婆豆腐の素 日本 豚肉（日本） 250 豆腐バーグ 日本 豆腐（（大豆）カナダ、アメリカ等）鶏肉（日本）たまねぎ（日本）

077
骨とりかれいのサクサク唐
揚げ

日本 黄金かれい（アメリカ） 201
陳建一　黒酢入り大粒肉団
子

日本 鶏肉（日本）豚肉（日本）たまねぎ（日本） 251 洋食亭チーズハンバーグ 日本 鶏肉（日本）

084 ロイヤルポールウインナー 日本
豚肉（輸入（アメリカ、カナダ、ドイツ）、日本　※原料原産地は
一昨年度の使用実績順・割合等）

202 陳建一　レタス入り蟹炒飯 日本
精白米（日本）レタス（日本）たまねぎ（日本）かに（ロシア、韓
国、その他）ねぎ（中国）

252
電子レンジで！肉汁じゅ
わっとハンバーグ

日本
牛肉（オーストラリア、ニュージーランド等）豚肉（カナダ、アメ
リカ等）たまねぎ（日本等）

090 山彦酢豚セット 日本 豚肉（日本） 203
陳建一　国産豚の大きな肉
焼売

日本 豚肉（日本）豚脂肪（日本） 253
コロッとからあげ（九州しょう
ゆ味）

日本 鶏肉（日本）

092 骨まで丸ごと甘酢味（さば） 日本 さば（日本） 205
５種の北海道野菜のプチ
ハッシュドポテト

日本
野菜（ばれいしょ）（北海道）野菜（たまねぎ）（北海道）野菜（と
うもろこし）（北海道）野菜（いんげん）（北海道）野菜（にんじ
ん）（北海道）

254
５種野菜が入ったミニオム
レツ

日本 液卵（日本）野菜（たまねぎ）（日本、中国等）

096 国産黒豚生ハンバーグ 日本 豚肉（日本）豚脂肪（日本） 207
こんがりまろやか焼きカレー
（中辛）

日本
精白米（日本）牛乳（日本）たまねぎ（中国等）小麦粉（小麦）
（アメリカ等）りんごペースト（ニュージーランド等）トマトペース
ト（イタリア等）ソテーオニオン（中国等）

255
淡路島産たまねぎの豆腐ハ
ンバーグ

日本
たまねぎ（日本（兵庫県淡路島産））ねぎ（日本等）れんこん
（日本等）豆腐（大豆）（日本等）

097 スナップえんどうの肉巻き 日本 豚バラ肉（スペイン産）スナップえんどう（グアテマラ産） 209 牛カルビピラフ 日本
米（日本）たまねぎ（日本等）いんげんまめ（中国等）とうもろこ
し（アメリカ等）にんじん（日本等）牛肉ばら（オーストラリア等）
大麦（日本等）

256 めっちゃうまいからあげ タイ 鶏肉（タイ）

104 プリッとしたえびカツ 日本
えび（インド等）えだまめ（中国等）たまねぎ（日本等）小麦粉
（小麦）（アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本等）

210 八ちゃん大玉たこ焼 日本
小麦粉（国内製造）キャベツ（日本）タコ（中国、ベトナム等）鶏
卵（日本）紅しょうが（しょうが）（日本）たまねぎ（日本）

257
炭火やきとりねぎま串（振り
塩）

タイ 鶏もも肉（タイ）ねぎ（タイ）

105 ほたて風味の磯辺揚げ －

小麦粉（小麦）（アメリカ、日本等）あおさ（中国等）ライ麦粉（ド
イツ、アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本、ヨーロッパ等）
コーンフラワー（アメリカ、日本等）大豆粉（アメリカ、カナダ等）
全卵粉（アメリカ、カナダ、ヨーロッパ、ブラジル、日本、インド
等）すけそうだら（アメリカ）

211 鶴橋風月　デラックス焼き 日本

お好み焼〔キャベツ〕（日本）お好み焼〔鶏卵〕（日本等）お好み
焼〔小麦粉〕：小麦（オーストラリア、アメリカ、カナダ、日本等）
お好み焼〔魚肉（いか）〕（ペルー，チリ等）お好み焼〔魚肉（え
び）〕（ミャンマー、ベトナム等）ソース〔リンゴピューレー〕：りん
ご（日本等）マヨネーズ風ソース〔卵黄〕（日本等）あおさ（乾燥
あおさ）：あおさ（中国等）

258
炭火やきとりねぎま串（しょ
うゆだれ）

タイ 鶏もも肉（タイ）ねぎ（タイ）

106 チーズカレー春巻 日本
小麦粉（小麦：オーストラリア、日本他）たまねぎ（日本、中国
他）にんじん（日本他）

212 ４種のこんがり焼おむすび 日本
米（日本）鮭塩漬け（鮭）（日本）ちりめんじゃこ（しらす）（インド
ネシア）

259 牛肉揚げ豆腐 日本
牛肉（ニュージーランド産）こんにゃく（日本）ほうれん草（日
本）

107
おかず三昧　肉じゃがコロッ
ケ

日本
野菜〔じゃがいも〕（北海道）野菜〔玉ねぎ〕（北海道）野菜〔に
んじん〕（北海道）

213
８種の具材を使ったエビピラ
フ

日本
精白米（日本等）大麦（日本等）えび加工品：えび（インドネシ
ア等）野菜（たまねぎ）（日本等）野菜（とうもろこし）（アメリカ
等）

260
マメックスの便利とうふ（国
産大豆）

日本 大豆（日本）

108 かにかまの磯辺揚げ －
小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本等）あ
おさ粉（日本、中国等）コーンフラワー（アメリカ等）めかぶ粉
末（韓国等）

214 野沢菜しらすごはん 日本
米（日本）野沢菜塩漬け(野沢菜)（日本等）大麦（日本等）鶏卵
（日本等）鶏肉（日本等）

261 冷凍きざみうす揚げ 日本 丸大豆（アメリカ、カナダ）

109 洋食亭お弁当ハンバーグ 日本
牛肉（オーストラリア、ニュージーランド）鶏肉（日本等）豚肉
（チリ、カナダ、アメリカ）

215 チキンライス 日本
米（日本）野菜(たまねぎ)（中国、日本等）味付鶏肉：鶏肉（中
国等）

262
レンジで簡単　国産若鶏の
なんこつ唐揚げ

日本
鶏なんこつ（日本）小麦粉（小麦：アメリカ他）コーンパウダー
（アメリカ、オーストラリア他）

110
６種野菜のバターソテー＆５
種野菜のグラタン

日本
ブロッコリー（エクアドル等）たまねぎ（日本等）とうもろこし（ア
メリカ等）にんじん（日本等）ほうれん草（中国等）牛乳（日本）
小麦粉（小麦：カナダ、アメリカ、日本等）赤ピーマン（中国等）

216 大阪王将　炒めチャーハン 日本 米（日本）全卵（日本等）ねぎ（中国等） 263 鶏屋の唐揚げ 日本 鶏肉（日本）

111 北海道ジャーマンポテト 日本 じゃがいも（北海道）たまねぎ（北海道）にんじん（北海道） 217
トースターで十勝産チーズ
が香る海老グラタン

－
生乳（日本）えび（インド、ベトナム、中国等）小麦粉（小麦）
（オーストラリア、ニュージーランド等）

264 のりっこチキン 日本 鶏肉（九州）

112 北海道産秋鮭の塩焼 タイ 秋さけ（日本（北海道）） 218 長崎風ちゃんぽん 日本

小麦粉（小麦）（アメリカ、オーストラリア、カナダ、日本等）キャベ
ツ（日本、中国等）たまねぎ（日本）もやし（日本）にんじん（日本）
きぬさや（中国等）コーン（タイ等）ねぎ（中国等）ボイルえび（タイ
等）ボイルいか（中国等）きくらげ（中国等）焙焼小麦全粒粉（日本
等）こしょう（（具）マレーシア、インドネシア（スープ）インドネシア
等）

265
香草仕立てのチキンステー
キ

タイ
鶏もも肉（タイ）唐辛子（インド等）乾燥パセリ（スペイン、セル
ビア、フランス、イスラエル等）

113 ほうれん草玉子ロール 日本 鶏卵（日本） 219
ＢＩＧ　野菜ときのこの和風
醤油スパゲッティ

－
デュラム小麦（カナダ、アメリカ等）ほうれん草（中国等）しょうが
（台湾、中国等）揚げなす（インドネシア、タイ等）のり（日本等）に
んにくペースト（中国等）

266
国産鶏肉を使った焼きつく
ね串

日本 鶏肉（日本）たまねぎ（日本）鶏卵（日本等）

114
ハーフベーコン使い切り
パック

日本 豚ばら肉（デンマーク、スペイン等） 220 ＢＩＧ　たらこスパゲッティ －
デュラム小麦（カナダ、アメリカ等）たらこ（アメリカ等）レモン果汁
（イスラエル、アルゼンチン等）ごま（グアテマラ、パラグアイ等）の
り（日本等）

268 カニのトマトクリームソース 日本
トマト・ジュースづけ：トマト（イタリア等）野菜（たまねぎ）（日
本、アメリカ、ニュージーランド等）かに（中国、日本等）牛乳
（日本等）

115
こだわりボンレスハムスライ
ス

日本 豚もも肉（メキシコ、アメリカ、チリ他） 221
ＢＩＧ　ミートソーススパゲッ
ティ

－

デュラム小麦（イタリア、スペイン等）たまねぎ（中国等）にんじん
（日本等）トマトペースト（ポルトガル等）牛肉（オーストラリア等）揚
げなす（中国等）ガーリックペースト（中国等）乾燥パセリ（アメリカ
等）

269
洋食亭ハンバーグ（自家製
ドミグラスソース入り）

日本 鶏肉（日本）

116 ごぼうとこんにゃく煮 日本

ごぼう（中国等）こんにゃく（日本等）ごま（パラグアイ、グアテ
マラ、エチオピア、モザンビーク、アメリカ、タンザニア等）さば
ぶし（製造地：日本等）いわしぶし（製造地：日本等）かつおぶ
し（製造地：日本等）焼あご（日本等）

222 豚キムチまぜうどん 日本

小麦粉（小麦）（日本）キャベツ（日本等）たまねぎ（日本等）にら
（中国等）にんにく（中国等）しょうが（日本等）濃縮りんご果汁（中
国、ドイツ等）ガーリックペースト（日本、中国等）唐辛子（中国、日
本等）ジンジャーパウダー（中国等）豚肉（スペイン等）焙焼小麦
全粒粉（日本等）

270
１０種の具材のおかずいな
り

日本
大豆（豆腐）（アメリカ等）大豆（油揚げ）（アメリカ等）鶏肉（日
本等）えだまめ（中国等）かぼちゃ（日本等）

117 ふき土佐煮 日本 ふき（中国等）かつおぶし（製造地：日本等） 223
讃岐ふっくら大きなあげのき
つねうどん

日本
小麦粉（小麦：オーストラリア他）かつおぶし（日本他）煮干し
（日本他）

271 緑黄野菜のひろうす 日本
イトヨリダイスリ身（タイ）かぼちゃ（日本、ニュージーランド、ト
ンガ、メキシコ等）にんじん（日本等）豆腐（日本等）きくらげ
（中国等）さやいんげん若ざや（中国等）ほうれん草（中国等）

※商品は緊急に変更する場合がございます。コープファミリー掲載商品との相違があった場合には個別お問合せ下さい。



273
韓国風はるさめ炒め（チャプ
チェ）

日本
はるさめ（タイ製造）こまつな（中国等）赤ピーマン（ポルトガル
等）たけのこ水煮（中国等）にんじん（日本）

424 コーンミックスサラダ 日本
キャベツ（日本、ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､韓国､台湾等）コーン（タイ製
造等）グリーンリーフレタス（日本(国産)、ｱﾒﾘｶ等）人参（日本
（国産）､ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ等）

884
蟹とほうれん草のトマトク
リーム生パスタ

日本 ほうれん草（日本）ゆでがに（カナダ）たまねぎ（日本）

274 なすの肉味噌田楽 タイ 揚げなす（なす）（タイ）鶏肉（タイ） 425 千切りキャベツ 日本 キャベツ（日本(国産)、ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､韓国､台湾他） 886
北海道産じゃがいものニョッ
キ（トマトとモッツァレラソー
ス）

日本
ニョッキ（小麦粉）：小麦（オーストラリア、日本、カナダ等）
ニョッキ（じゃがいもフレーク）：じゃがいも（北海道）

275 白身魚の黒酢あんかけ 日本 ホキ（ニュージーランド等） 478 牛もつ鍋セット（しょうゆ味） 日本 牛内臓肉【牛大腸】（アメリカ産） 889 えび天そば 日本
そば粉（アメリカ、カナダ）えび（インドネシア、ベトナム、その
他）ねぎ（日本）

276
５種の国産野菜入りプチが
んも

－
にんじん（日本）キャベツ（日本）ごぼう（日本）さつまいも（日
本）ほうれん草（日本）小麦粉（小麦）（オーストラリア等）米粉
（アメリカ等）乾燥マッシュポテト（アメリカ等）

484
ふっくらジューシー生ハン
バーグ

日本
牛肉（オーストラリア）ソテーオニオン（日本等）豚肉（アメリカ
等）鶏卵（日本等）

892 冷凍ひとくちいなり 日本 米（日本）大豆（アメリカ、カナダ等）ごま（中近東等）

277
北海道産枝豆を使ったがん
も

日本
えだまめ（北海道十勝）にんじん（北海道）小麦粉（小麦：オー
ストラリア、アメリカ、日本他）こんぶ（北海道）米粉（アメリカ
他）乾燥マッシュポテト（アメリカ他）さばぶし粉末（日本他）

486 焼いておいしいソーセージ 日本 豚肉（メキシコ、ポルトガル、スペイン他）鶏肉（タイ、日本） 895 釜めし風ご飯 日本
精白米（日本）鶏モモ肉（日本）ごぼう（日本）にんじん（日本）
たけのこ水煮（中国）しいたけ（中国）いんげん（タイ）鶏卵（日
本）栗（韓国）

278 もちもちミニチヂミ 日本 イカ（日本）にんじん（日本）たまねぎ（日本） 487
鎌倉ハムのあらびきソー
セージ

日本 豚肉（日本）鶏肉（日本）豚脂肪（日本） 929 レモン風味　とり天 日本 鶏肉ささ身（日本、鹿児島県）小麦粉（小麦）（アメリカ等）

279
千房　パリパリ鉄板餃子（濃
厚甘辛タレ）

日本 豚肉（日本）キャベツ（日本）にら（日本） 488
赤身がおいしいロースト
ビーフブロック

日本 牛肉（豪州産） 936 じゃが黒豚 日本
じゃが黒豚【でん粉（ワキシーコーン）】（アメリカ、オーストラリ
ア）じゃが黒豚【豚肉（黒豚）】（日本）じゃが黒豚【キャベツ】
（日本）

280 国産揚げなす 日本 なす（日本） 489 ロースハム使い切りパック 日本 豚ロース肉（アメリカ、カナダ、スペイン、メキシコ、チリ等） 937 青じそ風味のギョーザ 日本
野菜（キャベツ）（日本）野菜（たまねぎ）（日本）野菜（しそ）（日
本）食肉（豚肉）（日本）食肉（鶏肉）（日本）豚脂（日本等）

281
北海道もちもちじゃが餃子
（スープ付き）

日本 豚肉（北海道）小麦粉：小麦（アメリカ、カナダ等） 490 切り落としベーコン 日本 豚肉ばら（デンマーク、スペイン等） 938
吉野家　国産牛肉牛すき焼
きの具

日本 牛肉（日本）玉葱（日本）

282 中華丼の具 －
キャベツ（日本）はくさい（日本等）にんじん（中国等）たけのこ
（中国等）えだまめ（中国等）たまねぎ（日本等）えび（インド、
インドネシア等）乾燥きくらげ（中国等）乾しいたけ（中国等）

491
国産ポークあらびきウイン
ナー

日本 豚肉（日本） 939
吉野家　国産牛肉牛焼肉丼
の具

日本 牛肉（日本）玉ねぎ（日本）

283
たらこと高菜のビーフン増
量

日本
ビーフン（タイ製造）たまねぎ（日本）赤ピーマン（ポルトガル
等）高菜塩漬（日本）焼たらこ（日本等）

493
霧島黒豚手巻きロールキャ
ベツ

日本 キャベツ（日本）豚肉（宮崎県）玉ねぎ（日本） 940
銀座牛庵　和風ハンバーグ
ステーキ

日本
牛肉（日本等）たまねぎ（ソテーオニオン）（日本等）牛脂（日本
等）つなぎ（鶏卵）（日本等）

285
五郎島金時と鶏肉の甘酢あ
んからめ

日本 鶏肉もも（日本(国産)） 494 国産若鶏と野菜の大葉焼 日本 鶏肉（日本）豚脂（日本等）にんじん（日本） 949
かぼちゃとさつまいものホク
ホク揚げ

日本 かぼちゃ（日本）さつまいも（日本）

286 しょうが風味の肉野菜炒め 日本 豚肉（日本(国産)） 495
鶏唐揚げとレンコンの甘辛
たれ炒め

－ 鶏肉（日本）れんこん（中国他） 950 ひとくち五目のれんこんもち 日本
れんこん（日本、中国等）えだまめ（中国等）たまねぎ（日本
等）にんじん（日本、中国等）ごぼう（中国等）きくらげ（中国
等）鶏肉（日本等）米粉（日本）

287 カレー風味の洋風おから 日本 豚肉（日本） 496 こだわりロースハムスライス 日本 豚ロース肉（チリ、アメリカ、カナダ他） 954 宇都宮　ジューシーな餃子 日本
キャベツ（日本）にら（日本）おろししょうが（日本）おろしにんに
く（日本）豚肉（日本）鶏肉むね（日本）鶏肉（日本）豚脂（日本）
小麦粉（日本）

288
なすと春雨のオイスター炒
め

日本 豚肉（日本(国産)） 498 氷温造り　あじの南蛮漬 日本 あじ（日本）たまねぎ（日本）にんじん（日本）こめ油（日本） 957
レンジコロッケ北海道産か
ぼちゃ

日本 ばれいしょ（北海道）かぼちゃ（北海道）

289
細切りじゃがいもと豚肉の
塩炒めセット

日本
じゃがいも（日本）たまねぎ（日本）ねぎ（日本）国産豚肉こまぎ
れ（日本）

501 かじき昆布〆刺身 日本 クロカジキ（インドネシア、日本、韓国、台湾、ベトナム等） 958
大阪王将　香ばし炒め焼き
そば

日本
めん〔小麦粉〕：小麦（アメリカ等）キャベツ（日本）にんじん（日
本）豚肉（日本）

290
豚肉と彩り野菜の甘味噌炒
めセット

日本
ｷｬﾍﾞﾂ（日本）ピーマン（日本）赤パプリカ（韓国　他）さくら豚肉
こまぎれ（日本）

504
漁師飯・胡麻さば（ごま醤油
漬け）

日本 サバ（日本） 959 大珍楼　横濱シウマイ 日本 豚肉（日本）たまねぎ（日本）鶏肉（日本）

292
豚肉と小松菜のカレー炒め
セット

日本
キャベツ（日本）玉ねぎ（日本）人参（日本）小松菜（日本）国産
豚肉こまぎれ（日本）

510
骨まで食べられる氷温熟成
いわし生姜煮

日本 いわし（日本）しょうが（日本） 960
大阪生まれのま～るいたこ
焼き

日本 キャベツ（日本）たこ（ベトナム、中国）

293 丹波黒黒豆 － 黒大豆（日本）黒砂糖（（さとうきび）タイ等） 513 いか旨味焼き 日本 アメリカオオアカイカ（ペルー） 961
たっぷりねぎ焼（京都産九
条ねぎ使用）

日本
九条ねぎ（日本、京都府）殺菌液卵（国内製造）ミックス粉（国
内製造）

294 生芋厚切り板こんにゃく 日本 こんにゃく芋（日本） 514 大隅産うなぎ蒲焼（１尾） 日本 うなぎ（鹿児島県大隅） 962
香ばしねぎと焦がし醤油の
炒めチャーハン

日本
米（日本）ねぎ（日本等）たまねぎ（日本等）にんじん（日本等）
全卵（日本等）豚肉もも（日本等）

295 国産野菜のポテトサラダ 日本
ばれいしょ（日本（北海道））きゅうり（日本）にんじん（日本）た
まねぎ（日本）

517 北海道の鮭フレーク 日本 秋さけ（北海道） 963 陳建一　焼豚炒飯 日本 たまご（日本等）豚肉（日本）ねぎ（中国等）

296
北海道のきんとき豆たべき
り２個パック

日本 金時豆（北海道） 518
しおから屋の塩辛　鉄人仕
込み

日本 するめいか（日本、韓国、中国）いか内臓（日本、韓国、中国） 964
ビッグベアーズ　とろーり
チーズの焼きカレー

日本 米（国内産）（日本、福岡県）牛肉（日本等）

298 穂先竹の子煮 日本 竹の子（中国） 519 国産さばの味噌煮 日本 サバ（日本） 965
帝国ホテルキッチン監修
海老のマカロニグラタン

日本
牛乳（日本等）エビ（ベトナム、インドネシア等）小麦粉（日本
等）

299 ひとくち昆布巻 日本 昆布（北海道） 525 中華くらげ（２袋） 日本
くらげ（タイ）いりごま（アフリカ、北中南米、南アジア等）唐辛
子（中国等）ガーリックパウダー（中国等）

966 旨辛チゲうどん 日本
小麦（日本）もやし（日本）キャベツ（日本）たまねぎ（日本）に
ら（中国）

300 たらの子うま煮 日本 真鱈の子（アメリカ） 530
舌平目のムニエル（タルタ
ルソース付）

日本 舌平目（ベトナム） 967
京都産九条ねぎのひとくち
焼き

日本 九条ねぎ（京都府）キャベツ（日本等）たまねぎ（日本等）

301 地養卵茶わんむし　松茸 日本
鶏卵（日本）鶏肉（タイ等）えだまめ（中国等）ぎんなん（中国
等）たけのこ（中国等）しいたけ（中国等）水煮松茸（中国等）

545 ちりめん山椒 日本 いわし稚魚（兵庫、和歌山県、香川、高知、鹿児島） 100580 境港でつくったあじフライ 日本 アジ（日本、鳥取県境港）

302 地養卵茶わんむし　かに 日本
鶏卵（日本）鶏肉（タイ等）えだまめ（中国等）ぎんなん（中国
等）たけのこ（中国等）しいたけ（中国等）カニ（韓国等）

546 エビマヨ炒め 日本 バナメイエビ（養殖）（タイ）野菜（玉ねぎ、ピーマン）（中国） 100806 たたきごぼうかつお風味 日本
ごぼう（日本）かつおぶし（製造地：日本等）ごま（グァテマラ、
パラグアイ等）

304 １０品目サラダ 日本
じゃがいも（日本、北海道）デュラム小麦のセモリナ（マカロニ）
（カナダ、アメリカ等）

547 ミニいかぽっぽ 日本
するめいか（日本）醤油（日本）砂糖（日本）水飴（日本）還元
水飴（日本）

100965 便利な糸こんにゃく 日本 こんにゃく粉（こんにゃくいも：日本）

305 にしん昆布巻 日本 昆布（北海道）ニシン（カナダ） 555 白身魚の甘酢あんかけ 日本
たまねぎ（日本）にんじん（日本）ピーマン（日本）スケトウダラ
（アメリカ）

101115
国産若鶏サクサクフライドチ
キン

日本 鶏肉（日本）

306 越前黒胡麻どうふ 日本 ごま（ミャンマー、パラグアイ、アメリカ等） 557
北海道さけとチーズのポテ
ト包み揚げ

日本 秋鮭（北海道沖） 101909 むき栗 中国 栗（中国（遼寧省））

307 とうもろこしごはんの素 日本 とうもろこし（北海道十勝産） 558 あじフライ 中国 あじ（中国）小麦粉（小麦：中国、カナダ等）米粉（中国等） 102376
こまかく刻んだ高菜おにぎり
昆布

日本 高菜油炒め（国内製造）昆布（北海道）

310
愛媛県産栗使用　栗ごはん
の素

日本 栗（愛媛県） 559
主婦が選んだ！子持ちから
ふとししゃもフライ

日本 カラフトシシャモ（カナダ） 102989
とろっとおいしいカットマン
ゴー

－ マンゴー（ベトナム）

312 めちゃうま大粒焼売 日本 たまねぎ（中国）豚肉（日本）鶏肉（日本） 560 まるごと海老フライ ベトナム えび（ベトナム他） 103219 とうふハンバーグ（ひじき） 日本 たまねぎ（日本）鶏肉（日本）

313 ぶり大根 日本 だいこん（日本）ぶり（日本）粉末しょうが（中国等） 562 レンジでサクッとあじフライ タイ
あじ（タイ）小麦粉（小麦：アメリカ、オーストラリア、カナダ等）
卵粉（ＥＵ、カナダ等）

103725 あらぎりいかの磯辺揚げ 日本 イカ（日本）アオサ（日本等）

315 宇都宮もち豚入り大粒餃子 日本

小麦粉(小麦)（アメリカ、カナダ、オーストラリア、日本等）キャ
ベツ（日本等）にら（中国等）にんにく（中国等）しょうが（インド
ネシア等）豚肉（日本）鶏肉（日本等）豚脂（アメリカ、カナダ、
日本等）

563
広島県産かきフライ（業務
用）

日本 かき（広島県産） 104249
ナポリ風照り焼きチキンピ
ザ

日本

ピザクラスト（小麦）（北アメリカ他）ナチュラルチーズ（乳）（ＥＵ
（ヨーロッパ）他）照り焼きチキン（鶏肉）（ブラジル他）とうもろ
こし（ニュージーランド他）パセリ粉（パセリ）（アメリカ、ニュー
ジーランド他）

316 ふかひれ入りスープ餃子 日本 米粉（タイ） 564
えびが自慢のエビフライ（特
大）

日本 えび（インドネシア共和国北カリマンタン州タラカン地区） 104293 きのこラブ　キャベツミックス －
キャベツ（日本）にんじん（日本）ぶなしめじ（日本）まいたけ
（日本）

317 テリヤキミートボール 日本
鶏肉（日本）牛肉（オーストラリア、ニュージーランド、日本等）
豚肉（アメリカ、カナダ、チリ、メキシコ、デンマーク、日本等）
たまねぎ（中国等）りんごパルプ（日本等）

565 夕食用いかフライ 日本 いか（ペルー） 104458 定期ミックスサラダ 日本

キャベツ（日本(国産)、ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､韓国､台湾等）レタス
（日本(国産)、ｱﾒﾘｶ等）人参（日本(国産)､ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､
ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ等）レッドキャベツ（日本(国産)､ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､
韓国､ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ等）

318 ４種のチーズピッツア 日本
ピザクラスト（小麦）（北アメリカ主体）ナチュラルチーズ（生乳）
（デンマーク、オランダ、ドイツ、ニュージーランド）

566
いかとほたてのガーリック炒
め

日本
ヤリイカ（ベトナムもしくはインド）アスパラガス（ペルーもしくは
中国）ボイルほたて貝（北海道）

104471
定期ブロッコリーの新芽入
カットサラダ

日本
キャベツ（日本）にんじん（日本）ブロッコリーの新芽（日本）紫
キャベツ（日本）

319 石窯工房　マルゲリータ 日本 小麦粉（日本） 567 プリッとえびフライ（大） －
えび（タイまたはインドネシア）いか（タイまたはインドネシア）
小麦粉（小麦：アメリカ、オーストラリア、カナダ他）卵粉末（カ
ナダ、アメリカ、フランス、ベルギー、スペイン、イタリア他）

105662
紅ずわいがにたっぷり雑炊
の素

－ 紅ずわいがに（日本）

320
ぼてぢゅう総本家　お好み
焼（とん玉）

日本 ｷｬﾍﾞﾂ（日本）豚肉ばら（スペイン他） 568 北海道産白身魚フライ 日本 マダラ（北海道沖） 161004 ヤングいんげん タイ いんげん（タイ）

321 おおきな肉だんご 日本

牛肉（日本、オーストラリア、ニュージーランド等）鶏肉（ブラジ
ル、日本等）豚肉（アメリカ、カナダ、日本等）たまねぎ（中国、
アメリカ、ニュージーランド、タイ、日本等）ごま（中南米、中
国、アフリカ等）

860
いろは堂　炉ばたのおやき
（５種詰め合わせ）

日本
小麦粉強力粉（国内製造）あずきあんつぶしあん（国内製造）
西洋かぼちゃ（日本）

182834 北海道の栗かぼちゃ 日本 かぼちゃ（日本（北海道））

322 アメリカンドッグ 日本 ソーセージ（日本） 864 ノンフライ国産若鶏の竜田 日本
鶏むね肉（日本）おろしにんにく（中国等）しょうがペースト（日
本等）小麦粉（小麦）（アメリカ等）

197360 宮崎産冷凍きざみ青ねぎ 日本 ねぎ（宮崎県）

389 ミックスサラダ 日本

キャベツ（日本(国産)、ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､韓国､台湾等）レタス
（日本(国産)、ｱﾒﾘｶ等）人参（日本(国産)､ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､
ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ等）レッドキャベツ（日本(国産)､ｱﾒﾘｶ､ｵｰｽﾄﾗﾘｱ､
韓国､ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ等）

865
レンジでカンタン　鎌倉コ
ロッケ

日本
野菜（ばれいしょ）（日本）野菜（たまねぎ）（日本等）豚肉（日
本等）

270033
浜松餃子（ニラ・ニンニク不
使用）

日本
キャベツ（日本）たまねぎ（日本）しょうが（日本(国産)）豚肉（日
本(国産)）

390
ブロッコリーの新芽入りカッ
トサラダ

日本
キャベツ（日本）にんじん（日本）ブロッコリーの新芽（日本）紫
キャベツ（日本）

869
洋食屋ヨシカミのビーフシ
チュー（国産牛使用）

日本
牛肉（日本）にんじん（日本）たまねぎ（日本）マッシュルーム
水煮：マッシュルーム（中国等）

271808 ミックスグリル 日本 ハンバーグ（国内製造等）

419
北海道の野菜ミックスたま
ねぎ入り

日本
とうもろこし（北海道）たまねぎ（北海道）にんじん（北海道）い
んげん（北海道）

870 海老カツ（レンジ用） 日本
エビ（タイ、ベトナム、マレーシア等）小麦（パン粉：小麦粉）（ア
メリカ、カナダ他）

271810
オレンジソースのグリルチ
キン

日本 鶏肉もも（ブラジル）

420 国産カットほうれん草 日本 ほうれん草（日本） 871 千房お好み焼（豚玉） 日本
キャベツ（日本）全卵（日本等）小麦粉：小麦（日本等）豚肉（日
本等）

271811
オリジナルデミソースのハン
バーグ

日本 ハンバーグ（国内製造）

421 十勝のつぶコーン 日本 とうもろこし（北海道十勝） 872
味の牛たん喜助監修　牛た
んメンチカツ

日本 牛たん（アメリカ、カナダ等）玉ねぎ（日本等） 274739 ちょっと贅沢なピザ　ミックス 日本
【ピザクラスト】小麦粉（小麦）（北アメリカ等）ナチュラルチーズ
（生乳）（ヨーロッパ、オセアニア等）トマトソース（アメリカ等）

422 北海道のむき枝豆 日本 えだまめ（日本(北海道十勝）） 879 冷凍九条ねぎ － 九条ねぎ（日本、京都府） 278572 バジルと５種のチーズピザ 日本
【ピザクラスト】小麦粉（小麦）（アメリカ、カナダ他）ナチュラル
チーズ（生乳）（オランダ、デンマーク、ドイツ他）バジル（アメリ
カ他）ドライトマト（オーストラリア他）

423 ニラ野菜炒め用ミックス 日本 もやし（日本）ニンジン（日本） 882 むかし懐かしナポリタン 日本 たまねぎ（日本）ピーマン（日本）


